
沖縄県中学校英語教育研究会沿革 

 

【平成 22 年度】 

平成 22. 4月 会長 上江洲隆（北谷中学校長）、副会長 山城秀樹（久辺中学校長）、 

副会長 喜屋武浩司（金城中学校教頭）、事務局長 伊佐 満（松島中学校） 

平成 22. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 22. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 22.10月 高円宮杯第 62回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 22.11月 第 60回全国英語教育研究大会 神奈川大会 

平成 22.11月 第 58回九州地区英語教育研究大会 宮崎大会 

平成 23. 3月 「交流」第 25号発行 

 

【平成 23 年度】 

平成 23. 4月 会長 上江洲隆（北谷中学校長）、副会長 山城秀樹（久辺中学校長）、 

副会長 喜屋武浩司（金城中学校教頭）、事務局長 伊佐 満（松島中学校） 

平成 23. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 23. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 23.10月 高円宮杯第 63回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 23.10月 第 59回九州地区英語教育研究大会 沖縄大会 

平成 23.11月 第 61回全国英語教育研究大会 奈良大会 

平成 24. 3月 「交流」第 26号発行 

 

【平成 24 年度】 

平成 24. 4月 会長 上江洲隆（北谷中学校長）、副会長 山城秀樹（屋我地中学校長）、 

副会長 喜屋武浩司（那覇教育事務所）、事務局長 山本耕司（普天間中学校） 

平成 24. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 24. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 24.10月 高円宮杯第 64回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 24.10月 第 60回九州地区英語教育研究大会 佐賀大会 

平成 24.11月 第 62回全国英語教育研究大会 石川大会 

平成 25. 2月 「交流」第 27号発行 

 

 

 

 

 



【平成 25 年度】 

平成 25. 4月 会長 上江洲隆（具志川東中学校長）、副会長 山城秀樹（屋我地中学校長）、 

副会長 又吉直正（仲泊中学校教頭）、事務局長 山本耕司（琉大附属中学校） 

平成 25. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 25. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 25.10月 高円宮杯第 65回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 25.10月 第 61回九州地区英語教育研究大会 福岡大会 

平成 25.11月 第 63回全国英語教育研究大会 東京大会 

平成 26. 2月 「交流」第 28号発行 

 

【平成 26 年度】 

平成 26. 4月 会長 宮城みゆき（恩納小中学校長）、副会長 上江洲隆（具志川東中学校長）、 

副会長 又吉直正（中頭教育事務所指導主事）、事務局長 平良亮（古蔵中学校） 

平成 26. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 26. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 26.10月 高円宮杯第 66回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 26.10月 第 62回九州地区英語教育研究大会 熊本大会 

平成 27. 3月 「交流」第 29号発行 

 

【平成 27 年度】 

平成 27. 4月 会長 宮城みゆき（伊波中学校長）、副会長 喜屋武浩司（金城中学校長）、 

副会長 与那嶺剛（読谷中学校長）、事務局長 平良亮（古蔵中学校） 

平成 27. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 27. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 27.10月 高円宮杯第 67回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 27.11月 第 63回九州地区英語教育研究大会 大分大会 

平成 28. 3月 「交流」第 30号発行 

 

【平成 28 年度】 

平成 28. 4月  会長 喜屋武浩司（金城中学校長）、副会長 宮城みゆき（伊波中学校長） 

事務局長 赤嶺美奈子（真志喜中学校） 

平成 28. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 28. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 28.10月  高円宮杯第 68回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 28.11月  第 64回九州地区英語教育研究大会 鹿児島大会 

平成 29. 3月 「交流」第 31号発行 

 



【平成 29 年度】 

平成 29. 4月 会長 喜屋武浩司（金城中学校長）、副会長 宮城みゆき（伊波中学校長）、 

副会長 宜志富清博（恩納中学校長）、事務局長 大城志乃（開邦中学校） 

事務局長補佐 赤嶺美奈子（中頭教育事務所） 

弁論部 平良亮（神原中学校）、譜久山毅（古堅中学校）、松岡洋子（石嶺中学校） 

広報部 宮里征吾（渡嘉敷中学校）、会計 小渡沢子（港川中学校） 

平成 29. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 29. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 29.10月 高円宮杯第 69回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 29.11月 第 65回九州地区英語教育研究大会 長崎大会 

平成 30. 3月 「交流」第 32号発行 

 

【平成 30 年度】 

平成 30. 4月 顧問 喜屋武浩司（金城中学校長）、会長 宜志富清博（恩納中学校長）、 

副会長 又吉直正（普天間中学校長）、東風平涼子（松城中学校教頭）、 

事務局長 大城志乃（開邦中学校） 

弁論部 譜久山毅（古蔵中学校）、小渡沢子（港川中学校）、知念渚（嘉手納中学校） 

広報部 宮里征吾（松島中学校）、会計 前原いづみ（嘉数中学校） 

平成 30. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

平成 30. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

平成 30.10月 高円宮杯第 70回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

平成 30.11月 第 66回九州地区英語教育研究大会 宮崎大会 

平成 31. 3月 「交流」第 33号発行 

 

【平成 31 年度】 

平成 31. 4月  会長 宜志富清博（うんな中学校長）、副会長 又吉直正（普天間中学校長）、 

副会長 東風平涼子（松城中学校教頭）、事務局長 大城志乃（開邦中学校） 

弁論部 譜久山毅（古蔵中学校）、小渡沢子（港川中学校）、又吉秀一（古堅中学校） 

広報部 宮里征吾（松島中学校）、会計 前原いづみ（嘉数中学校） 

令和  1. 5月 理事会および地区役員連絡会にて会長及び事務局長の承認を得る 

令和  1. 7月 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 

令和  1.10月 高円宮杯第 71回全日本中学校英語弁論大会沖縄県予選大会 

令和  1.11月 第 67回九州地区英語教育研究大会 沖縄大会 

令和 1.12月 臨時総会にて次年度よりストーリーコンテストからスキットコンテストへ変更する

ことについて承認を得る 

令和  2. 3月 「交流」第 34号発行 


